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【本日の卓話】

「

私の出身地モンゴル

」

9/9：100％

米山奨学生

2020/10/22
9/27：100%）

9/17：100%

ダルハジャフ・シルネン君

10 月は地域社会の経済発展月間/米山月間です！

会長挨拶

「ロータリー米山記念奨学事業について」

梅村順一君

ロータリー米山記念奨学事業とは、全国のロータリアンからの寄付金を財源として、
日本で学ぶ私費外国人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学事業です。将来、日
本と世界を結ぶ「懸け橋」となり国際社会で活躍することを願いながら、ロータリー活
動のよき理解者となる人材を育成することが米山記念奨学事業の使命です。
「米山」とは、
“日本のロータリーの父”と呼ばれた米山梅吉氏（1868-1946）の
ことです。野村年度には、米山記念館の視察研修を実施していただき米山梅吉さんの功
績を肌で感じることができました。
さて 当クラブでは、前年度より米山奨学生を受け入れています。豊橋技術科学大学に通うモンゴル出身のダル
ハジャフ・シルネンさんであります。先日の親睦旅行にも参加していただき、ロータリアンとの交流を深めてくれ
ました。ミホ・ミュージアムでは日本画に注目するシルネンさんの姿が、とても印象的でした。
当クラブは、加藤和志会員に「世話クラブ・カウンセラー」をお願いしております。カウンセラーの役目は、シ
ルネンさんの日常の相談相手となりロータリアンとの橋渡し役を担ってくれます。大学院での研究と共に、岡崎東
ロータリークラブとの交流により、日本の心やロータリーの奉仕の心を学びます。これは会員にとっても、多様な
文化や価値観への理解を広げる機会となっています。シルネンさんにとって日本での生活が、実り多きものとなる
ことを祈念して 会長挨拶とします。

前々回の卓話

「

夢のある新しい岡崎へ

」

岡崎市長

内田康宏 様

日頃は、岡崎市政に多大なるご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。市政については、市
長就任後から 400 回以上はお話しさせていただいておりますが、新型コロナウイルス感染症が蔓延して以降
は、これが 3 回目となります。岡崎市はコロナ禍においても「夢のある新しい岡崎」へ向けて着実にコロナ対
策と市民の愛情を育むまちづくりを進めています。今後ともお力添えをよろしくお願いします。

内田市長と春名ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長

米山記念奨学会より感謝状

10 月誕生日おめでとう！

講演する内田市長

本日の卓話

前年度会計報告:近藤直前会長

皆出席おめでとう！

前年度会計報告:中根直前幹事

前回の会長挨拶 「広げよう！子ども食堂の輪」の開催に寄せて」

梅村順一君

【梅村会長】本日、国際ロータリー第 2760 地区 西三河中分区ガバナー補佐 杉
浦敏夫様はじめ地区役員の皆様、そして岡崎市内ロータリークラブの皆様をお迎えし
て、岡崎東ロータリークラブ子ども食堂推進特別委員会のプロジェクト事業である
「広げよう！子ども食堂の輪」を開催することができました。これもひとえにご指導
をいただきました藤野直子様、そして子ども食堂運営協議会「わークル」の皆様のご
協力のおかげと感謝しております。
私たちの活動の始まりは、岡崎市内の「ひとつの子ども食堂」との出会いがきっかけでありました。地域の子ど
もたちを招き食事を提供する場所であるとの認識から、次第に子どもたちと地域とのコミュニケーションの場所で
あることを理解してきました。仲間と一緒に食事をする楽しさや勉強をする機会があること、笑顔いっぱいに走り
回る子どもたちの姿は、私たちにも幸せな時間を与えてくれます。同時に、子ども食堂を運営するスタッフの皆さ
んにとっても社会貢献を実践する達成感と共に、地域との連帯感を感じていることが伝わってきました。
全国の所得平均の 50％に満たない家庭を相対的貧困といわれ、全国には 15.6％に相当し 7 人に 1 人が貧困世
帯であるといわれます。貧しい子供時代を過ごすことで、多感な世代のコミュニケーションや教育の機会が奪われ、
人生の可能性すら狭めてしまいます。
全国で広がる子ども食堂は、貧困世帯の子どもたちを地域とつなげていく活動です。私たちロータリアンは、力
を合わせて「子ども食堂運営体」を地域社会共同隊と位置づけ支援していくことはできないでしょうか。
当クラブは、半年間 子ども食堂スタッフの皆さんと交流を深めてきました。本日は、栗林知絵子さまの基調講
演と岡崎市社会福祉協議会による「食支援活動の現状と課題」についての解説、そして市内にある子ども食堂運営
協議会「わークル」に参加する運営体の活動記録をご紹介させていただきます。子どもの貧困に目を向ける広報啓
蒙活動である本プロジェクトを機会に、ロータリアンが結束して地域社会共同隊である「わークル」への支援が実
現することを願っています。
それでは 人と人とが支えあう社会を目指し、新型コロナ禍の中で心や体が疲弊した子どもたちへ、支援の手を
「広げよう！子ども食堂の輪」のプロジェクトを開催したいと思います。皆さんよろしくお願いします。

【前回の例会報告】
「広げよう!!子ども食堂の輪」を終えて

子ども食堂事業推進委員長 佐野真琴君

【佐野真琴委員長】
10 月 10 日”広げよう！！子ども食堂の輪”が盛会のうちに終了することができま
したこと改めて感謝申し上げます。有難うございました。このイベントの開催により、
行政・子ども食堂・ロータリークラブが関わりあう事でさらなる子ども支援が広がる
事を切に願います。

来賓挨拶 杉浦ガバナー補佐

講師

栗林知絵子様

来賓挨拶

藤野補助金副委員長

題目「地域を変える，子どもが変
わる，未来を変える」

祝電披露

佐野委員長

「食支援活動の現状と課題について」
岡崎市社会福祉協議会 榊原琢也様

基調講演

畔栁副会長よりお礼の言葉

挨拶

贈呈式

司会

神谷浩会員

岡崎 RAC 河上会長

来賓の皆様

講評

塩谷地区社会奉仕委員長

Zoom 配信、映像スタッフ

おかざき子ども食堂・みんなの食堂連絡協議会“わークル”の皆様

佐野委員長はじめ委員会の皆さん、ご協力いただいた会員の皆さん、ありがとうございました!!

≪前々回 10/1 の幹事報告≫
◼ 10 月のロータリーレートは 1 ドル 105 円です。
◼ ロータリー米山記念奨学会より感謝状をいただきま
した。後程披露させていただきます。
◼ 10/9(金)危機管理セミナー(Zoom 会議)に梅村会長
が出席します。
◼ 10/16(金)地区国際奉仕委員長会議が名古屋東急ホ
テルにて開催され、幹事 林が出席します。
◼ 9/27 繰り越し日帰り親睦家族例会に 21 名の方が
参加しました。皆様のご協力に感謝いたします。
◼ 先日オンラインミーティングのアンケートを送らせ
ていただきました。ご協力お願いします。
◼ 10/29(木)移動例会の案内を送らせていただきまし
たので出欠席の返信をお願いします。
◼ 本日例会後、第 11 回理事会を開催致します。理事
役員の方は出席お願いします。
◼ 次回例会は 10/10(土)子ども食堂のイベントで例会
変更となっておりますのでお間違えのないようにし
て下さい。

≪前々回 10/1 の委員会報告≫
出席委員会 本日の出席率 89.58%(欠席 5 名)
前々回(9/17)の修正出席率 100%(出席免除適用)

米山奨学委員会
ロータリー米山記念奨学会より６千万円達成クラブ
として感謝状をいただきました/10 月は米山月間で
す。米山記念奨学会へご寄付をお願いします。
親睦委員会 １０月慶祝の発表
ロータリー財団委員会 ポリオ根絶についてご報告/
ご浄財寄付のお願い

子ども食堂事業推進委員会
10/10(土)10 時半～大ホールエントランス集合、
12 時半受付開始です。よろしくお願いします。

ニコニコ委員会
☺ 梅村順一君

岡崎市長 内田康宏様を歓迎します/繰
越し親睦日帰り例会お疲れ様でした。
☺ 野村政弘君 内田市長の来訪を心より歓迎いたしま
す。本日はよろしくお願いします。
☺ 山内隆一君･新浪勝也君･酒井賢君 岡崎市長 内田

☺
☺
☺
☺

康宏様を歓迎します。
近藤金作君 47 年度最後の全員協議会を開催させ
ていただきます。
中根匡規君 47 年度の報告書が完成し本日配布さ
せていただきます。一年間ありがとうございました。
鈴木圭介君 会計報告させていただきます。
清水幹良君･小出一輔君 9/27 親睦日帰り家族例
会無事に終了することが出来ました。

☺ 長坂勲君･小木曽進君･生駒尚久君･小林清文君
☺
☺
☺
☺

しい旅行を有難うございました。
佐野真琴君･三城偉央君 10/10 子ども食堂イベン
ト宜しくお願い致します。
小山能弘君 本日、司会を務めさせて頂きます。宜
しくお願い致します。
林孝夫君･春名祐樹君 皆出席を喜んで。
神谷浩君 ニコに協力致します。

10・11 月の例会予定
例会予定

例会場

内容

10/22(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「私の出身地モンゴル」ダルジャハフ･シルネン様

10/29(木)12:30～

大松滝山荘

「移動例会」万足平を考える会 会長 梅村奉英様

11/5(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「バイマーヤンジン故郷に恩返し」澤田文夫様

11/12(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「交流例会」光ヶ丘インターアクトクラブの皆様

11/19(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ロータリー財団プログラムについて」加藤博己様

11 月 26 日（木） 定款第 7 条第 1 節の規定により休会
クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

10 月 26 日（月） 豊田三好

サイン受付はございません

10 月 28 日（水） 岡崎

サイン受付はございません

10 月 28 日（水） 豊田東

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

10 月 29 日（木） 豊田･西尾一色

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

10 月 30 日（金） 安城･西尾 KIRARA

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

【会員紹介】

私のモットー

『これからが人生の本番！』

平成２９年８月に入会し４年目になります。昭和５３年に大学を卒業後、大阪の民間
企業で３年間勤務の後、愛知県職員として３３年間勤務、平成２７年３月に県退職後
は家業の不動産貸付業を手伝いながら現在に至っています。
８月で６５歳となりましたが、前職を退職当時に考えてもみなかった充実した人生を
送っています。これも会員の皆様のお陰と心より感謝いたしております。
役人時代の同僚たちは仕事人生の終着を迎える時期となりますが、私は事業もロータ
リー活動もスタートラインに立ったばかり、これからが人生の本番です。
事業のこと、ロータリーのこと、地元岡崎のことなど自らの目と足でしっかりと学ん
でいきたいと思います。今後ともご指導の程、宜しくお願い致します。
株式会社

久惣

代表取締役
支社長

清水幹良君（入会４年目）

小山 能弘 君 （入会１年目）

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

10 月 28 日（水）

ザ・トラディション GC

定例会

ひよどり会

11 月 12 日(木)18:30～

チャーム

定例会

写楽会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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楽

